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2018 
秋合宿報告 
 

担当の泉田です。去年行われていなかった秋合宿を復活させました。普通の土日の開催だ
ったので少人数でも集まればいいなーと思っていたらわりと数が集まってくれて。たくさ
んのご参加ありがとうございました！楽しんでもらえたようで幸いです。 
 
日程：10/20-21(土日) 晴れ！ 
参加者 (敬称略) 
1年：大澤 加賀 西村 山路 武繩 杉浦 富田 吉田 
2年：新 南雲 福地 河原 遠山 福山 林 松浦 中村 泉田 
3年：白崎 木村 永岩 
OB：金巻 
 
DAY1 
https://yahoo.jp/zhIqMa  
（60.3km 1092m↑ 801m↓） 
 
班分け 
9a 泉田 河原 木村 杉浦 富田  
9b 遠山 新 永岩 西村 大澤 
9c 中村 福地 白崎 吉田 竹縄 
11d 南雲 林 金巻 山路 
11e 福山 松浦 加賀 

 
 
集合：JR 烏山駅（9:00/11:00） 

当初は全員を１１時集合としていましたが、９時集合でも乗れる電車があったので、各自
集合時間を選んでもらいました。結果として、１１時集合組は走力のある人達が集まり途中
で抜かされました。分けてちょうどよかった。 

 
 

雨や曇りがちの日々が続く中、合宿２
日間は太陽に恵まれました。サイスポに
載っていたルートをパクってきたので
すが、ぶっちゃけ観光名所は少なく、ひ
とすら田舎道を楽しむルートでした。お
天気であったからこそ気持ちよく走れ
ました。 
茨城、いいところ。  

https://yahoo.jp/zhIqMa


前半は程よくアップダウンが続き、自然の中を楽しめました。11 月上旬には木々の紅葉が
あってもっと楽しめそうでした。紅葉ランではなかったのでその辺は気にしていませんで
したが、機会があれば走りたいですね。「道の駅みわ」では直売の野菜たちが破格で売られ
ていました。夜の鍋の具材にしたかったけど、重いのは嫌なのであきらめ。 
 

 
abc 班はルートを５ｋｍほど外れた常陸大宮の道の駅で
お昼ご飯としました。スタッフの方が優しくて、わざわざ
大部屋を開けて貸切状態でご飯を食べました。思いつき
で行った場所でしたが、目の前に川が広がりとても綺麗
な道の駅でした。アタリ。 
 
 

 
 

道の駅からもうふたつ峠を越えると、ルート上最後のコ
ンビニ、セイコーマートがあります。北海道ぶりのセコマ
でテンション上がりました。ここでは、翌日の朝食とコン
パのお菓子を調達してもらいました。先頭が ab 班だった
のですが、買い物していると de 班が到着しました。はや
っ。こわっ。 
 

 
 
宿の直前に、最後の観光ポイント「竜神大吊橋」に寄り
ます。平均 9% 1.4km を登った先にあります。V 坂 2 本
分。つらい。ごめんなさい。310 円で吊橋を渡りまし
た。バンジージャンプしている他人をみて楽しめまし
た。（もちろん景色も）登ってきた感があるのでいいで
すね。 
 
 

 
ラストは宿をとったキャンプ場までの登りです。（平

均 10％ 2.3km）林道の入り口からイヤーな雰囲気が立
ち込めていましたが、間違っていませんでした。さっき
のが V 坂だったら、こちらは子

ね
の権現

ごんげん
かなぁという感

じ。本当にごめんなさい。（にかいめ）みんなよく登っ
てくれました。たくましいです。 

ルート組むときはきちんと詳細の斜度も見なければ
いけませんでしたね。大反省です。めちゃめちゃみんな
に叱られました。（一部楽しそうにしてたけど） 
 
 
★Veloviewer というサイトを教えていただきました。勾配を視覚的に表示できるので、 
これをうまく使うといいですね。▷https://veloviewer.com/  

https://veloviewer.com/


宿泊したのは「竜神ふるさと村」（車でも行くことをおすすめしません）バンガロー3 棟
と宿泊棟 1 棟に泊まりました。盲点は docomo 回線しか入らなかったことですね…。 

 
バンガローには調理台があり、夕食は 3 棟に

分かれてお鍋をしました。（外に BBQ 場もあり
ましたが BBQ は寒い&臭いので…）計画段階で
一番大変だったのは食材の調達で、最寄りのス
ーパーは車で 30 分という立地の悪さ…。ふる
さと村に電話で相談したところ、オーナーさん
のご厚意で特別に食材を調達して頂けること
になりました。圧倒的感謝。これからの NC 合
宿で鍋はアリですよ。食材の量とか難しいです
けどね。機会があったら今回のは参考になると
思うので聞いてください。そして自発的にお鍋
の用意をしてくださった金巻さん・新くん・富
田さんありがとうございます！ 

鍋会のあとは反省会・ささやかなコンパをして就寝しました。星がとっても綺麗でした！ 
 
 

 



DAY2 
https://yahoo.jp/YmzOOP  
（58.8km 565m↑ 838m↓） 
オプションコース 
 https://yahoo.jp/YCth5i 
 （19.1km 352m↑ 418m↓） 
 
a 泉田 中村 吉田 富田 永岩 木村 
b 遠山 松浦 武繩 山路 
c 南雲 河原 林 西村 
d 福地 福山 新 杉浦 大澤 
e 金巻 白崎 加賀 
 

朝ご飯を済ませ 8 時に集合写真を撮り、8 時半に順次出走し始めました。朝食が手軽だっ
たおかげで早めの出走ができて、それがのちのちみんなの帰りが早くなったので満足度が
高かったです。翌日が平日のライドでは早めに帰りたいですもんね。 

 
2 日目の観光ポイントとしては、りんご園、袋田の滝、それとオプションで奥久慈パノラ

マラインがあることでした。オプションを選択したのは e 班の 3 人だけでした。（執行代の
ためにつくったのに…）りんご園をとばした cd 班は常陸大子の駅からショートカットして
さっさと帰ったみたいです。E 班はりんご園でりんご食べ放題して袋田の滝もパノラマライ
ンも行ったのに烏山駅 3 時台の電車にのるという高速ムーブメントしていました。 

 
私の女子(+α)班ではりんご園を 2 箇所ハシゴし、滝を見てからおしゃれなピザを食べる

という充実ランをしていました。が、私がルートを間違えてしまったせいで福島県まで北上
してしまうという大ミスをかましました。ミスに気づいた時点で他の班員は水郡線に乗車
しましたが、烏山駅にむかう私は、ほぼオプションコースと同等のランになってしまいまし
た。日暮れ前に着いてよかった（泣）  

https://yahoo.jp/YmzOOP
https://yahoo.jp/YCth5i


以上が報告です。 
☆☆たのしい合宿をありがとうございました！☆☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo by Shirasaki 
 
 

私事ですが、合宿の前後、金曜月曜と那須塩原にまえラン、日光にあとラン
をしてきました。どちらも素敵な場所だったのでちょこっとレポートします。 
  



181019 那須塩原まえラン https://yahoo.jp/vOU5mD 
 
始発に乗り、黒磯駅から出発しました。ルートは簡単。駅からひたすら r17を登るだけ。
なのにたくさん観光スポットと美味しいものがありました。 
 

 
 
 
 
 
 

✓カフェ SUDA COFFEEでモーニング 
 オーナーの方が自転車乗りでお話が楽しかったです。バイクラックもある！ 

 
 
 
 
 
 
 

✓宿に荷物を預ける 
コテージのゲストハウス ITTANに宿泊しました。設備も綺麗で快適！ 
 

 
 
 
 
 
 

✓南が丘牧場 
 那須には牧場がたくさん。ソフトクームしあわせ。 
 
このあと茶臼岳山頂までのぼる予定でしたが、のんびり観光していたら霧が降りてきて
しまったのであと 5kmのところで断念。んー惜しい。下る途中に足湯があったので冷えた
末端を温めました。帰る前にも、日本一美味しいとかいう胡散臭いパン屋さんに寄った
り、ケーキ屋さんでアフタヌーンティーをしたり、那須塩原最高でした。夜ご飯は道の駅
で食材を買い、ゲストハウスで調理しました。天気が良い日にまた行きたい！(END) 

 
  

https://yahoo.jp/vOU5mD


181019 日光あとラン   https://yahoo.jp/5xSlhv 
 
合宿が終わり、烏山駅に到着した後、宇都宮で途中下車して宇都宮餃子を食べました。
はじめての宇都宮！おいしくて、来年餃子ランがあったら絶対いこうと思いました。 

 
 
日光の駅前のゲストハウスに泊まったの
ですが、外は寒すぎました。早朝は氷点下
になったみたいです。それでも 5時に起床
して、朝ご飯食べて、出発です。平日のあ
さ 7時なのにいろは坂は車がわりと多かっ
たです。2車線あるので問題がないくらい
ですが、これが休日だったら大変でしょう
ね。上までくると、くねくねした登ってき
た道が見下ろせて綺麗でした。紅葉もいい
かんじ。 

 
 
いろは坂のあとはすぐ金精峠を登る予定で
したが、紅葉が綺麗に見えるところがある
と言われ、半月山にも登ることに。さらっ
と 7km 300UP増えました。うげ。でも来て
正解でした。高いところの紅葉は終わって
いる分、中禅寺湖の紅葉が綺麗に見渡せま
した。何人ものご老人に自転車で来たこと
を褒められました。自転車あるある。 

 
 
半月山は中禅寺湖にピストンする他な
く、冷えた身体をカップ麺で温め、金精
峠に向かいました。特訓ランがここだっ
た年もあるなんてすごいですね。私が１
年生のときに登っていたら確実死んでい
ました。栃木側の紅葉はピークで、とて
も美しかったです。青い空と湖と紅葉が
よく映えます。疲れも吹っ飛びます。 
群馬側に下る途中、吹割の滝に寄りまし
た。割れた地面の底に流れ込む滝は圧巻
でした。 

 
日光の紅葉は素晴らしかったです。ただもうかなり冷え込む気温になってきました。自
転車の熱が冷めないように冬もできるだけ乗ろうと思います…！ 
この４日間、一緒に走ってくれた方々に感謝します！ 
 

〜おわり〜 

https://yahoo.jp/5xSlhv


10.27大阪>東京キャノンボール報告 

 

2018.11.02 

17 小堀航己 

キャノンボール=東京と大阪を自転車に乗って 24 時間で結ぶゲーム 
に挑戦・成功したのでその報告。 

 

1 データ 

ぐちゃぐちゃ語るのは後にして、まずはデータをどうぞ。 

http://www.lezyne.com/gpsroot/gps_datapage-
sharetw.php?Zj0zNjM2NzYyQi5maXQuY3N2JnA9NXRpcmEzY2hhcmEwQGdtYWlsLmNvbQ 

これだけ見ても何が何だかわからないという方も多いと思うので以下で軽く解説を。 

 

1.1 ルート 

 

キャノンボールの基本である R1、およびその自転車通行禁止区間の基本的な迂回路のほか
に、以下のルートを使用した。 

・ 伊賀越え…R163&R25、東海道の京都や大津をスキップ。東海道に比べ 20 km 以上の道のりを
短縮できる。代わりに悪路やアップダウンが増える。 

・ 千本松…静岡 K380、沼津バイパスをスキップ。信号が減る。また、防砂林が防風林として機
能してくれるので楽ちん。 

http://www.lezyne.com/gpsroot/gps_datapage-sharetw.php?Zj0zNjM2NzYyQi5maXQuY3N2JnA9NXRpcmEzY2hhcmEwQGdtYWlsLmNvbQ
http://www.lezyne.com/gpsroot/gps_datapage-sharetw.php?Zj0zNjM2NzYyQi5maXQuY3N2JnA9NXRpcmEzY2hhcmEwQGdtYWlsLmNvbQ


・ 箱根旧道下り…神奈川 K732、東海道の箱根峠～三枚橋区間をスキップ。暗く、路面が悪く、
さらに下り勾配が大きいが、東海道に比べ 5 km の短縮。 

・ 湘南海沿い…R134、藤沢バイパスをスキップ。藤沢バイパスも一応通れるが、快適さを考えこ
ちらを選択。 

・ 迷子・ミス…通るはずの近道に気づかない、側道-like な田舎道にカミカゼアタック、など。や
はり静岡県は難しい。 
→長さ 535.4 km・上昇 4434 m 

 

1.2 所要時間 22 時間 53 分 

 

1.3 グロス平均速度 23.4 km/h 

 

1.4 ネット平均速度 27.0 km/h (参考、サイコンのオートストップ機能がボンクラさんだったので) 

サイコンを PC につなぐと出てくるデータ。いいダイエットになった。ペダリングが下手で恥ずかしい…。 

 

さて、以下で語り倒します。 

 

 

2 キャノンボールと東京←→近畿、そして僕について 

 

2.1 キャノンボールとは 



・ 2chに 2006年 08月 13日に建てられた「東京⇔大阪を一日で走る」というスレッドが発祥の、
東京から大阪まで、ないし大阪から東京までを交通法規に完全準拠したうえで自転車で 24時間
以内に走るゲーム。公道 TTともいえる。というか、24時間を切れると感じたらそれは TTの始
まり。 

・ スタート・ゴール地点について、あくまでも国道一号の両端点である日本橋(地名ではなく橋)～
梅田新道(うめだしんみち)交差点が基本であるが、山手線の内側と大阪市の間を移動できればよ
いとするゆるい向きもあるらしい。 

・ 名前はジャッキー・チェン主演の北米大陸を舞台とした非合法カーレース映画からとられてい
る。なぜなのか。気になった方は調べて、判明したら僕に教えてください。 

・ 原型は 1970 年代にすでにあった模様。 

・ 3 年ほど前から？の自転車ブームで自転車を乗り回す人が増えたからか、昨今 Twitter などで人
気を博し始め、完走・成功者が加速度的に増えていると聞く。 

 

2.2 東京←→近畿に関する遍歴、そして当チャレンジへのいきさつ 

僕がロードバイクを購入し、野良自転車乗りとして活動を始めた昨年 2月から、ロードバイクは
遠くに乗って行ける自転車であるから、遠出に使わなければもったいない、という固定観念のよう
なものが自分の中に絶えずあったこと、そして、母の故郷が和歌山県田辺市にあり、そこが祖父に
遊びに連れまわしてもらっていた思い出の地であり、片道 700 km 強でまた遊びに行けるというこ
と、この二つが見事にマッチし、昨年夏に紀伊半島をぐるりと回るキャンプツーリングの旅を敢行
した。このときに東京←→四日市の両方向行きを経験した。さらに今年 2月、お茶の水女子大学サ
イクリング部の’17 部長に突如誘われ、ノリで名古屋大学までパーティーを組んで自走で遊びに行
った。協調性が足りず、翌日単独で名古屋から自走で帰宅。ここで東京←→名古屋部分の経験値が
+1 回分。さらに、昨年のものでは飽き足らず、今年 8月も紀伊半島を回るキャンプツーリングの
旅を敢行。東海道に関しては、往路で東京～四日市を、復路で京都～東京の区間を使用した。とこ
ろどころ自転車走行禁止区間の迂回等難しいところがあり、復路は数回ミスを犯すも、往路は 1ミ
スで切り抜けた。さすがに慣れてくる。 

別に以上をキャノンボール挑戦の布石とするつもりはなかったが、キャノンボールにつながるの
は間違いないと思っており、いずれ挑戦しようとは昨年夏から思っていた。 

そんな中、昨年末に 15 の今城さんがキャノンボールを、偏西風により不利になるとされる西向
きで、しかも制限時間の 1 割以上を残して成功させたとの情報が入り、生意気ながらに走り出せば
成功できそうだと考えた。それほど達成を急ぐ必要はないと思っていたが、箱根が凍って挑戦でき
なくなってしまっては困るし、中途半端に寒くなるこれからの時季にはアウター着脱の必要が生
じ、これがタイムロスにつながると知り合いからアドバイスをもらったので、9 月末ごろにこの日
に挑戦することを決意した。なお、その他の週末にはレースなどの他の用事が入っていた。そし
て、前の週のヒルクライムレースでうまくいきそうだったのに途中でパンクして悔しかったので、



気持ちの良い憂さ晴らしをしようということでさらに決意が固くなった。ちなみに、当初は東京→
大阪での達成を目論んでいた。 

 

 

3.チャレンジにあたって/おいて 

次に、当チャレンジにあたって/おいてとった行動やそこでの所感などを示す。 

 

3.1 決意してから当日まで 

出発が 27 日（土）ということで、火曜日あたりから 1日に数回、天気予報をチェックする。27
日朝 6 時に日本(にっぽんではなく、にほんの方)橋でスタートするつもりだったが、午前中の東京
都や静岡県での雨の予報は変わらず。しかし、キャンプツーリングや日頃の自転車宅配アルバイト
で暴風雨の中を安全に走ることには慣れているので、こちらの気持ちの変化としては、ちょうど箱
根の登りで熱くなる身体を冷やしてくれるいい雨だ、と虚勢を張る程度であった。静岡県での向か
い風も切るのに困難を伴うほどではなかった。 

しかし、前日になって風の予報が一変、夕方の浜松市の予報が真向いからの最大 7 m/sとなって
いた。いくらなんでもそれだけの向かい風を切る自信はない。急遽研究室を出て学割証を発行、本
郷キャンパス通いなので近くの上野駅で新幹線の東京→新大阪の切符を購入。ルートを調べ、計画
を立て直す。朝の雨の予報は結局覆らず、自宅から新幹線に乗るための東京駅への自走と、大阪か
らのしばらくの間の雨に関しては腹をくくった。 

直近数日にインドアサイクリングをしたり、通学で強度を上げたり、あまつさえ飲酒までしたり
と調子に乗ったことばかりしており、こんなコンディションでいいのかと不安もあったが、どうせ
キャノンボールで疲れるのは時間の問題であり、疲れるのが 1時間早くなるくらいのものだと思い
直す。 

そして、帰宅後は補給を購入。終盤にかけて食欲が落ちてハンガーノックになることを懸念し、
糖質が多く消化の良い菓子パンやシリアルなどの補給を買い込んだ。こういった補給はカロリーの
わりにサイズが小さいので、補給をこの手のものに統一すればフロントバッグとポケットに 6000 
kcal 程度を詰めることができる。全行程分の食料を携行し、自販機とトイレ以外には頼らない作戦
であった。 

さらに、念のためということでタイヤを未使用のものに交換、そして走る向きが逆になったこと
で箱根旧道という激坂を上ることがなくなったので、スプロケットを激坂考慮型の 11-28から平坦
型の 11-25に交換。11T から 17T まで 1T刻みなのは心強い。そうこうしているうちに 24時に。 

3.2 当日 

3.2.1 プロローグ 



5 時起床。サクッと朝食をねじ込み、本降りの雨の中東京駅へ。その後の新幹線の座席は埋ま
っていた。疲れた脚で立っているのはつらい。さらに、輪行を解除したら後ろのスキュワーのネ
ジがなくなっていた。意味わからん。自転車屋さんが開くのを待ち、ネジを譲ってもらわねばな
らない。ときに 8:30、出発予定時刻は 9:10.予定が崩れた。ビンディングシューズで何キロも歩
くのもつらい。近くの自転車屋は早くて 10 時開店だし、最初に向かった店ではネジを売ってい
なかった。泣きっ面に蜂にぬかるみといったところか。しかし、ボーッとしていればネジを売っ
てくれるお店は開くもの、ネジを譲ってもらい、予定より 90分遅れの 10:40 に出発。公道タイ
ムトライアルの始まりだ！ 

3.2.2 梅田新道～四日市市街 

序盤、早朝の雨が嘘だったかのような最高の天気とかすかに感じ取れる追い風の中、カーボロ
ーディングが効いたのか、踏んでいるつもりがないのにパワーメーターがとんでもない値ばかり
指す。抑えているはずなのに！でも、マージンが欲しいのと、あと 20時間漕げるだろうという
ことでペースは下げない。伊賀の林道の下り区間の路面の悪さには閉口した。6 時に東京を出発
していたら真っ暗のこんなガタガタで舗装のところどころ剥げた道を走ることになっていたのか
と思うだに、大阪出発にして正解だったと思った。関で R1に合流するところでは信号がいつま
でたっても変わらず足止めを食らってイライラした。5 分くらい変わらなかったような気がする
…。 

股(男女に共通してある部分、医学では会陰部というらしい)の痛みと、ポケットに入れておい
た補給が尽きたことから、四日市(スタートから 125 km ほど)にあった空き地で一度目の休憩、
補給をバッグからポケットに移すなど態勢を整える。アミノ酸サプリがおいしい。 

3.2.3 四日市市街～浜松 

2 度ほど誤って遠回りをしながらも名古屋に入った頃には暗くなり始めていた(6 時間程度)。
まだ元気で、発進もダンシングにてグイグイ加速する。四日市～豊橋の区間はちょうどよく自動
車が自分とほぼ同じ速度で走っていたので、空気の良い流れができていてありがたかった。やが
て静岡県に入り、ほどなくして 9時間 40 分程度が経過、次は浜松でトイレ休憩、トイレにて尿
道の痛みに苦しんだあとは自販機の炭酸飲料に舌鼓を打つ(!?）。その頃の自分はナイーヴで、こ
こまで 20 時間を切るペースで来ていたからということで 20 ないし 21 時間台で到着できる予感
がしていた。 

3.2.4 浜松～富士 

再び走り出してしばらく経ち、後ろから迫る影を感じたので振り返ると、同じくキャノンボー
ル挑戦中の方が。バイクがかっこよかったのと仲間を見つけたのと、そして(後にも先にもつい
に吹かなかった)神風とでテンションが上がり、上げるまじきペースが上がってしまう。先頭を
交代しながら走ることで空気抵抗を分かち合い、タイム短縮を狙うことも考えたが、正直、ペー
スの違いからメリットがないことに気づき、独走することにした。その後ほどなくして、R1の
220 km 地点付近だろうか、掛川近辺でほぼ同時に自分の脚が動かなくなりつつあることに気づ
く。ペダルに体重が乗せられなくなってくる。疲れと暗さで、大垂水峠級のヘボ峠であるところ



の金谷峠が長く感じられる。そして興津(残り 160 km 程度)までにさらに二回迷子になる。深夜
の道の駅宇津ノ谷峠近辺では息が白かった。10 月なのになぜそんなに寒い？  

続いて吉原駅～沼津の千本松。ペダルに乗れなければ体重はサドルに乗るわけで(ハンドルに
体重をかけるのは誤っており、ハンドルには手を添えるだけというのが正しいらしい)、この頃
には尿道周りにそこそこのダメージが蓄積していた。ダンシングが増え、脚への負担が増え、さ
らにペダルに乗るのが難しくなる悪循環。余裕だと思っていた 21時間台での到着がいつの間に
か絶望的になり始める。とはいえ、もうすでにこれまでの行事や旅で慣れ親しんだ道に入ってい
るし、残り 150 km もないし、成功するだけなら造作もないことはわかっていたので安心して箱
根のふもとまでを消化する。相変わらず寒い！ウォーターボトルの水が冷たい！ 

3.2.5富士～小田原 

富士の 2車線の田舎道で補給休憩。そしてほどなく現れる千本松。Fresh (cf. fleche)なら何と
もない信号のない区間であるが、やはり股が痛い。とりあえず楽になるには少しでも体重をペダ
ルに乗せてサドルに乗る分を減らし、時間を短縮すればよいので頑張る。次に待ち構えるのは東
海道東向きの事実上のラスボス・箱根。もう旅で 10回ほど越えているが、相変わらず険しい。
R1 の箱根はただのヒルクライムとして上ることがなく、東京で上げすぎるか西から来るかでい
つも削れた脚で登るので、好きになれるわけがない。しかし、前の週のヒルクライムレースでと
りあえず登りの手ごたえは得ていたので、マージンを手放すまいとなけなしの脚でペダルに乗る
(べく努力しただけで乗れなかったのは言うまでもない)。そのあとは峠で補給のシリアルをひた
すら貪り食い、最後の補給を終える。満腹状態で七曲を凍えながら下り、そのまま戸塚までを消
化。ブレーキが握れないなどということは流石にないものの、寒すぎた。残り 50 km。気づけば
22時間台での到着も怪しい。 

3.2.6 小田原～日本橋 

いよいよラストスパート。特に川崎市では直線区間が多いので、遠くの信号が見える。22時間
台に入れたい一心で、先の青信号を必死で追う。脚がなく、思いっきり踏んでも心肺は平気なの
で安心。しかし膝が痛い。まだまだペダリングが下手なようである。走りながら残り距離と時計
から必要な平均速度を計算する焦りよう。自転車乗り諸兄を追い抜いたけれど、彼らの目には、
エアロポジションで大したスピードも出ずに必死の形相で走っていた僕はさぞ無様かつ滑稽に映
っていただろう。そんなことを気にしたり、日曜の朝の東京はやはり華やかだなあなどと感心し
たりしているうちにゴール。この時点では疲れもあり、後述する悔しさはあれど、達成感も高揚
感も皆無。 

 

3.3 総括 

今回の挑戦が今城さんのキャノンボール達成に影響されてのものであるということで(どう見ても
二番煎じです本当にありがとうございました)、彼のタイムはチャレンジ中頭から離れなかった。そ
して、単純なタイムにおいて、1時間半もの差が生じる結果となった。なんとかして彼と同程度のタ
イムで走破できないかと思っていたが、考えてみればそれは傲慢である。単純なフィジカルのみなら



ず、ロングライドの経験値においても大きく譲るところがあるのに、何もせずにその差を埋めようと
いうのは。もし DH バーを使用していたとしても数分の短縮にとどまっていただろうと思う。21 時
間半切りとは凄すぎる。マジリスペクト。信号待ち等で補給をとるペースがわかっていなかったこと
が、休憩という時間の浪費につながってしまったようである。はじめは「休憩はサドルの上で！」な
どとイキっていたが気づけば時計を見て青くなっている始末。まだまだ時間は短縮できそうである。 

とはいえ、それはそれとして、なかよしさいくるの中でのキャノンボールのパイオニアになって僕
に挑戦するきっかけを与えてくれた彼には本当に感謝している。この場を借りてお礼申し上げる。タ
イムでは足元にも及びませんでしたが今城さんの挑戦なしで第一人者としてキャノンボールに挑むこ
とはなかったと思います。本当にありがとうございます。また、サークル内外から Twitter や
Facebook で応援の言葉を頂くこともあった。ありがとうございました。 

内容に関して言うと、実力以上のことをしようとしてはだめだ、ということと、こういった上級者
向けチャレンジでこそ、ペダリングやエネルギー管理などのロングライドの基礎がものを言うのだ、
ということを自分に言い聞かせ、落ち着こうと試みたのが功を奏したと思う。結局ペダリング効率も
平坦で 40%程度、登坂で 46%程度のいつもに比べ 37%で、しかも 220 km を残して脚を使い切ると
いうありさまであったが、これははしゃぎがちな自分にしてはむしろましな結末である。序盤のペー
スの上げすぎを抑えるのにパワーメーターが大きく役に立ったと思う。また、これまでに東海道を走
った時は日中を基本として走っていたのでほとんどの区間で明るかった。しかし、今回は静岡県全域
にわたり暗い時間であった。このことはミスコースと無縁ではないと思う。もう間違えないけれど。 

そして、掛川あたりですでに不本意なところがあったり、寒さとライトの電池をケチったことによ
る暗さなどでダウンヒルのスピードを上げられなかったことなどから時間短縮の余地を見いだせたり
ということと、キャノンボールというゲームが思ったより手ごろだったことから、走りながら To be 
continuedを決意した。その後何度か記憶を反芻するうちに今回の思い出は楽しかった記憶に転じた
が、それはそれとして、成功の実績を持つ者としてさらに攻めの姿勢でキャノンボールに臨むことが
できるようになったので、今度は 

・ 自転車が通れる区間はすべて R1 で 

・ もう一度 TTとして 

・ 今度こそ東京から 

・ あと、中山道経由で 

それぞれ挑戦したい。(何度挑戦することになるのか…) 

なお、風に関してはトータルで多少得していたと思う。最序盤と四日市～磐田で追い風に乗れた。
反面、清水～箱根では向かい風を受けた。完全なる無風であれば、23時間を切ることすらできていな
かったかもしれない。 

 

4.機材・装備など 



 
⚫ フレーム: Ridley Fenix 2017 

…僕のかわいいおふぇに。近所のペットショップ(自転車屋)で僕を見るなり鳴いていたので衝動
買い。XS サイズ(48 cm)・フレーム 1150 g・フォーク 390 g。2015 年モデルの塗装違い。安定感
に定評があり、硬すぎないのがいいところ、らしい。赤×黒という超没個性。だがそれがいい。フ
ォルムもゴツゴツしていて自分の身体やキャラクターに似合っている気がして気に入っている。
ただしサイズが小さいこととチューブが太いことから、後述のフレームバッグを用いるとボトル
ケージにボトルを収められなくなる。なお、バイク全体では 7.5 kg 程度のはず。これに装備分が
加わる。 

 
⚫ ホイール: Fast Forward F4R オリジナルハブ(安いやつ) 

…ハイト 45 mm・実測 1410 g/ペア。側面の凹みが特徴。思い切りダンシングしても剛性不足は感
じない(出せる力の高が知れているし…)。加速も軽い、と、思う。平地レースでも使うが、こいつ
の主戦場は 50 km/h 以上の速度域なので、ここでは性能を生かせなかった。使い慣れているのと
他のものへの交換が面倒なのとで使用。ブレーキング時のヒュルヒュル音は好きだが高速域での
キーキー音は嫌い。 

 
⚫ コンポ: アルテグラ R8000 

…ペダル含めこれ。ただしチェーンはデュラエース。スプロケ 11-25、チェーンリングは 52/36、
クランク長は 165 mm。FD は直付け、RD はショートケージ、ブレーキはダイレクトマウントで
ないキャリパーリムブレーキ。クランクには Stages Power というパワーメーターの両足版がつい
ている。 



 
⚫ サドル: Fabric Scoop Shallow Elite 

…250 g程度。お尻がすっぽりはまるところがあり心地よい。しなりもよく、レーパン次第ではと
ても心地よく乗れる。 

 
⚫ タイヤ: Michelin PRO3 Race Service Course 

…PRO4 が出たからか、長らく海外通販で 2000 円/本程度でたたき売りされている。衝撃・振動
吸収に長ける。モチモチ感が好き。コストパフォーマンスが高い。 

 
⚫ サイコン: Lezyne Super GPS 

…雨で壊れた Polar V650 からの買い替え。バックライトつきっぱなしにならないのがネック。そ
れ以外の機能はあと少しで必要十分、といったところ。1万台と大変お買い得だが。あと電池が長
持ちする。 

 
⚫ 靴: シマノ RC7 

…しばらく履いていると右小指が痛くなる時がある。たぶんペダリングが悪いのだが、それでもや
はりいただけない。しかししっかり履きつぶす予定。 

 
⚫ エンジン: 僕 

…ロードバイクには昨年 1 月に初マウント。エンジン側のクランクが昨年何度も故障(膝の怪我)
していたが、動きの合理化が徐々にではあるが進んでおり、故障しにくい滑らかな動きを実現しつ
つある。高出力が要求される場面では強力なエンジンに数歩譲るが、出力のわりに軽量であること
が強みらしい。また、電子制御系?に難があり、レッドゾーンに入れすぎる傾向がある。 

 
⚫ フレームバッグ: Topeak Midloader M 

…4.5 L入り。ポンプ・予備チューブ 2本・モバイルバッテリー(10000 mAh)・充電ケーブル・タ
イヤレバー・財布を収納。パンパンだった。防水性にやや難あり。 

 
⚫ フロントバッグ: R250 のやつ 

…大量の菓子を詰めた。防水性に難あり。Waterproof 詐欺。しかし、ハンドルに固定する部分か
ら底までが低いので、落差が大きくても安心して装備できる。 

 
⚫ ボトルケージマウント: Woho のやつ 

…サドルの後ろに装備。装備すれば 2 本のボトルを携行することが可能。ちなみにボトルの 1 本
は水で、もう 1本はシリアルやバナナチップで満たして信号待ちに貪り食っていた。ボトルは 500 
ｍL 程度のものを 2本。さほど不足は感じなかった。 

 
⚫ ウェア: Specialized Body Geometry のジャージ&ビブショーツ+Raphaのジレ+Castelliのゲル入り



指切りグローブ 
…なんといってもビブショーツのパッドが快適。ワセリンさえ塗れば少なくともキャノンボール
程度の距離は地獄のような痛みを味わわずに走れる。この組み合わせは優秀かもしれない。息が白
くなる寒さをしのげたわけで。加えて、7℃の早朝の箱根ダウンヒルもしのげたわけで。 
グローブも赤×黒である。あまり良いグローブではないが、手はハンドルに添えるだけの乗り方が
デフォルトとしているので、手の異状はわずかに手首がむずむずする程度のほぼ無傷状態で済ん
だ。あと、このコーデは僕に似合っているらしい(n=1)。 

 
⚫ ライト: Cateye VOLT 400 

…昨年の後閑杯の新人賞でもらった。電池が切れないか不安だったが、最後までもってしまった。
予備ライトの出番は来なかった。ほとんどの場面においてロービームで十分地面を照らせる。とは
いえ、結果論だがもう少しハイビームを使ってもよかったかもしれない。 

⚫ 輪行袋: Mont Bell コンパクトリンコウバッグ 
…小さく折りたためて軽い。使わなかった。 

 
⚫ 食料: 

・ フルーツグラノーラ 700 g 
・ 6 個入りミニあんぱん 2袋 
・ 6 本入りスナックスティックパン 1 袋 
・ 高カロリークッキー 4本 
・ バタークッキー 15 枚 
・ バナナチップ 220 g 
・ アミノ酸 3000 mg 入り 5袋 
…時間の都合上、そして、店のない区間を走ることを考えると、多少重くなってもコンビニに依存
しないことを選択した方がよさそうに思えたので全行程分をフロントバッグとポケットに積んだ。
6000 kcal を超えるらしい。走り終わってなお結構余った。どれもしっかり噛めば消化が良く、最
後まで食べ物が喉を通らないという事態とは無縁だった。塩気も十分で、脱水やら神経伝達の障害
やらを起こさずに済んだ。 

 
⚫ その他: キューシート＆メモ 

…県境通過タイムの目安や、難しい迂回の方法などを記入、しかし結局あまり役に立たず。 
 



 
 

5.フォトギャラリー(少しだけ…) 

←大阪着いた！さあ帰るぞ！ 
 
↓ネジよ、どこへ逃げた… 



 
ネジもゲットし、10:40 出発！ 

 
 
 
 
到着！22 時間 54 分か？  

静岡・清水のあたりで信号待ちの最中にパシャリ。
もうすぐ現れる箱根を越えれば終わりだという安心

感からペースが緩む。 
 



 
道路元標での写真。お決まりのやつ。 

 

 
観光客と思しき方に撮っていただいた。指さす先には「大阪市 五五〇粁」。550 km 詐欺である。 

目が死んでいてもドヤ顔ってできるんだな。 
 

6. おわりに 

和歌山への旅をしているとき、キャノンボールで 1 日に 550 km(と当時は思っていた)も走るなど鉄人の



戯れだ、自分とは無縁の世界で行われていることだ、と思っていた。その工程での 1 日での最長移動距離
は 345 km にとどまっていたから。テントなどの旅用の装備を積んでいたこともあり、また特にそれまで
のマイレージが 1000 km を超えてくる帰路では、キャノンボールの最低ペース(21.7 km/h)とは比較にな
らない程度のスローペース(グロス 20 km/h を平気で割り込む)で走っていた。 
 それでも、今回このような形でチャレンジに成功することができた。しかも、土曜の 5:30 に家を出て日
曜の 10:30 には帰宅することができた。輪行解除時に気づいたトラブルで 1 時間半を失ったにもかかわら
ず。先にキャノンボールは意外と手頃なのだと気づいたと書いたが、それはつまりこういうことである。 
昨今キャノンボールは Twitter を中心に流行を見せているようであり、ロードバイクにとどまらず自転

車激アツトピックの一つに数えて差し支えないと思う。今が旬だろう。長距離を走っても意識がもうろう
とせず、また自身のペダリングに膝などを怪我しないと思えるだけの自信があれば、制限時間を超過して
しまったとしても、挑戦する価値はあると思う。僕もあと 3，4 年のあいだに数回チャレンジし直そうと思
っているが、皆さんもいかがだろうか。 
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1.概要 

日時 11 月 3 日(土・祝)8:25 くらい～15:40 くらい 
コース 熱海駅>十国峠>箱根峠>元箱根>乙女峠>足柄峠>駿河小山>三国・明神峠 

→長さ 92.5 km・獲得標高 2900 m 程度 
ルートラボ(予定。実際は途中の、三国峠のすぐあとにて解散):  
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ea434ee03d6889951bd592d9c73d4f01 

参加者(敬称略、()内は入会年度)  
本多(03? 自己申告)、金巻(14)、大熊(15)、白崎(16)、福山(17)、松浦(17)、加賀(18)、谷岡(18)、
中(外部、大学 4年)、小堀(17) 

 
計 10 名 

 
 なお、今回から、非公式ランであった明神祭が公式ランに昇格しました！めでたい！ 
 
 

2.当日まで 

 明神祭の担当が僕に決まり、何も考えず全区間について昨年のコースを踏襲する形で行おうと考え
ていたところ、案内メールを回した直後に同期の河原くんより明神黒白林道が閉鎖されていると教え
てもらった。これにより迂回ルートを開発・提案することができた。さらに、参加表明を Googleフ
ォームで募ったところ、18 の加賀くんに道志みちの一部も封鎖されており、迂回しなければならない
旨を自由記述欄にて指摘された。何も知らずに突撃していたらと思うと彼らには頭が下がる。本当に
ありがとうございました。おかげさまで解散が遅くなることも、参加者の皆さんを混乱に陥れること
も免れました。そして、ゆるゆる担当で申し訳ありません。 
 もう一つ、あったこととしては、各種 SNS やらもう一つの自分の所属である近所のショップチー

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ea434ee03d6889951bd592d9c73d4f01


ムの練習会やらで、構成員がよその仲間を連れてイベントに参加することについて楽しそうに感じら
れ憧れを抱いていたことから、そのショップチームの仲間を一人連れて参加した、というのがある。
前例のないことを突然やろうとしてしまい一部に混乱を生ぜしめてしまった。すみません&お許しあ
りがとうございます。また、他の参加者の皆さんにおかれては、突然のことにもかかわらず受け入れ
て下さりありがとうございました。この明神祭は、きっと彼の自転車ライフの足しになったことと思
います。 
 また、メンバー構成であるが、参加者 10 人のうち、(学籍)1年生 2人、2年生が僕を除き 2人、3
年生 1 人と、昨年よりも若さ成分が増した。年増成分はあまり変わっていない。生まれ年の多様性が
増した。 
 
 

3. 当日 

 集合時刻を 8:00 に決めていたということで、ちょうどを狙ったが色々(4.番外編に詳しい)あってケ
ニヤ(金巻)さん・中くんと一緒に 7:42 ごろ到着した。一番乗りだったようだ。担当者としてカッコが
ついてよかった。その後無事に定刻ごろにほとんどのメンバーが集まる。時間不足になりがちな当ラ
イドのスムースな運営・進行にご協力いただき誠にありがとうございました。残りはというと、同期
の福山・松浦両氏。自走を決め込んで遅れたとのことだった。たぶん今年は言い訳の材料がなかっ
た。電車のある時間に集合で自走するなら、間に合いそうかどうかは常にチェックして、危ないと思
ったら輪行が丸いですね。でも、連絡を入れてもらえていたので助かった。来年は担当者の同期が遅
刻しないことを祈るばかり。 
 とはいえ、8:15 ごろの出発を想定していたのに対し、10 分程度の遅れで済んだうえ、その後特別
急いだつもりはなかったが想定よりかなり早く行程を全うできたので結果オーライではあった。それ
では以下、出発から三国峠までを時系列で。 
 
3.1 熱海駅～元箱根 

8:25 ごろに出発、まずは商店街を自転車を降りて下る。アーケード峠。道路に出た方が速くてよ
かったかも。Y字路っぽい T字路を右に曲がれば早速急勾配がお出迎えしてくれる(ルートラボで
引いたルートより右折が早かった。直進でしょ？と思った参加者各位すみません)。 
来宮駅前にて十国峠までフリー走行にする旨を伝える。今回のメンツであれば、そうすることで

速い誰かをフタして我慢させることなく先頭をキープできるのでちょうどよかった。熱海駅に着い
た時点ですでに相当脚を削っていたので、早速の平均 12%は中々こたえた。アタックがアタックに
ならない。去年よりバイクは良いし、スプロケも去年の 11－25 から 11-28 にしているにもかかわ
らずキツ過ぎて、これよりキツイ明神・三国峠まで自分がもつのか、膝は大丈夫かなど、早速不安
になる。ここで白崎さんのスプロケがロー34Tであることに一同盛り上がる。フロントがコンパ
クトクランクゆえ 34T ということで、トンデモトルク。トンデモ飛び道具。一方で中くんのインナ
ーローは 39-25 である。1.56倍の差。クランクとスプロケ変えときな、と事前に言ったにもかか
わらず、である。曰く、「いやあ、何とかなるかなって思って」。そして結局彼は完走した。これだけで
も意味が分からんのに、これでさらに細身だというから謎すぎる。筋力の足りない(そしてケイデ



ンスを上げたところでパワーが出るわけでもない)僕はフロント 52/36 のリア 11-28。これが精いっ
ぱいですね。 
後続が全員十国峠に揃ったところで少し休憩、このあとも少なからず登るということで、次の休

憩ポイント・セブンイレブン元箱根店までバラバラで走行。十国峠の手前から箱根峠までは開けて
いて空が広く開放感がある。眺めも悪くない(たしか…)。 
走り出してから箱根峠までは偽りの平坦が続く。平坦に見えてもスバルライン級(4～7%)には上

っている。空は広いしパワーは出やすい。当ランは秋の特訓ランとも言われているらしいが、勾配
が急すぎてパワーが出ず練習にならない区間の多い中で、この区間は追い込みには好適な条件だと
思う。逆に完走が目標で、それさえできれば遅くてもかまわない、という場合には十国峠からこの
先の足柄峠の登りはじめまではペースを抑えて次に備えるのが賢明かもしれない。 
そして、セブンイレブンに到着するや、そのとき少し遅れをとっていた松浦氏より離脱宣言。同

期の福山氏が足柄峠までは頑張ろうと励ます。そして彼は離脱を思いとどまった。このあとの走り
っぷりからして、彼はスムーズな進行のために気を使ってくれたのだろうと察している。そうであ
ったなら、ありがとう。彼はラストの着順も真ん中くらいだったし、最後まで十二分に走れていた
と思う。ちなみに僕はと言えば、足柄峠と明神・三国峠でまたアタックしなければならないという
ことで、そんなの無理だ、できる気がしない、と思っていた。実質離脱のようなものである。 

 
3.2 元箱根～足柄峠登りはじめ 

この区間は自由走行なしで淡々と消化する。というのも、自由走行にするのは、各自のペースで
走るのが一番疲れない、あるいは少なくとも追い込めるという考えがあるからであって、暗くなる
までの残り時間を気にして速く移動することも考えねばならない当ランにおいては、目玉であるヒ
ルクライムポイント以外に関しては誰でも走り続けられるペースで休憩せずに消化するのが一番早
いと考えたからである。 
今年は黒白・明神林道という、金時峠という小さな峠を含んでおり、足柄峠に続く道が封鎖され

ている(来年の明神祭でも使用不可、再来年から使用可となる模様)関係で、途中に乙女峠という峠
を越えたのであるが、これは 4%・4 kmという、その緩勾配・短さからトレーニングでは一度に繰
り返し登られることもある程度のヘボ峠・大垂水峠をも下回るキツさ。みんなで仲良く楽しく(?)あ
くびをしながらのんびりとやり過ごす。 
このまま足柄峠に突撃しようと思っていたところ、コンビニ休憩を入れたいとの声が多数寄せら

れた(お腹が空いたとの声も聞こえた気がしたが、元箱根でコンビニに寄って補給をする機会を設
けてあったし、気のせいに決まってますよね！)ため、それに答える形で足柄峠への登りはじめ手
前のデイリーヤマザキにて休憩。時に 12時ちょうどくらい。この頃から参加者一同の顔に疲れの
色が見えてきた、気がした。 

 
3.3 足柄峠～駿河小山 

 足柄峠への登りは、例年と異なるコースで、今年は足柄駅から。6.5 km程度・6.5%で標高差
(cf. 獲得標高)420 m 程度。しかしこのぬるい数字に騙されてはならないのであり、平坦や緩勾配
の区間も多いため、そのぶんだけ 10%前後の緩いとは言えない登りも待ち受けている。頑張って登



るとなれば、平坦や緩勾配でいかに踏むかが、急勾配での頑張りより重要だったりするうえ、急勾
配ではもちろんスピードが出ずもどかしい思いをすることになるため、中々タチが悪い。 
さて、この区間も峠まで自由走行ということにした。この区間は初めてなので、どんな登りだろ

うかと余裕を残して上りつつ様子を見ていた。こちらが余裕を残して走れば、当然他の皆さんにお
かれては楽々僕をすぐ後ろで見張ることができる。1 km ほどだろうか、走った頃に初めて振り返る
と 3人も後続がいた。まずい、逃げろ！…そう思ったところでその一人、ルイ(大熊)さんから「チ

クショー！」という言葉が発せられた。ちなみにあとの二人はケニヤさんと中くんである。早く独
走状態をつくり、それを維持しようと思っていた矢先のことだったので、これはいけると思い、数
十秒間だけ強度を上げて、彼らの視界から消えようと試みた。 
カーブが多く、鬱蒼と茂った森の中の道路であったため、このアタックは成功、振り返った先に

彼らは見えなくなった。熱海駅ですでにへとへとだったし、そろそろキツイかもなあ、と思いなが
ら残りの部分をこなし、走り切ると、4~5 分後から後続が続々と到着、休憩に入る。少し下ったと
ころに足柄峠と書いてある札があるため、そこに撮影に向かうメンバーもいた。しかし、足柄城址
と書いてある札のある足柄峠そのもので写真を撮るほうが一般的だとも聞く。 

 
この日召喚した中くん。チームメイトであるほか、Rapha Cycling Club にも所属。当日は Allez Sprint に乗ってき

た。彼は Cervelo のエアロシリーズを含む 4 台持ちで、まもなく 5 台目が組みあがるという。 

 
その後しばらくは下るだけであることと、コンビニが恋しいという旨を聞いたこととから、その

下りに入り、最後のコンビニ休憩に入る。もしかして、これが一般的な休憩の頻度というものなの
でしょうか…。だとしたら、勉強になった。しかし、さすがに前の休憩の後足柄峠を越えただけと
いうことで、大層な休憩を望んでいる参加者はいないようだった。蓋を開けたら一番のんびりして
いたのが僕であったという程度には。 

 
3.4 駿河小山～明神・三国峠 

 補給・準備もいいところに、いよいよラスボスである明神・三国峠へのアプローチ。いわゆる
「ふもと」までは集団走行であったが、走り始めたころからすでに登り基調であり、後ろからは本



気か冗談かは分からないが、「え？これもう登り始めてます？」との声も。無理もない、ヒルクラ
イムとしても十分すぎる 12%の登りを含む数百メートルの登りがあったのだから。もしかしなくて
も、最終コンビニからここまでにいささか以上に脚を削られた参加者もいたかもしれない。 
富士スピードウェイの手前まで進むと、いよいよ登り始め。ラストまで自由走行。走るまでパワ

ーを出すことばかり考えていて、それぞれの登りのコースプロフィールをあまり見ていなかった僕
の耳に、ルイさんからの「さあ、ここから 6.7 km・10%の登りだね！」という言葉が(ちなみに、実
際はあと 0.5%程度キツかった模様)。もういやだ。無理。またアタックするの？お腹いっぱいなん
だが？走りたくないが？駿河小山駅から輪行して帰りたいが？ …という思いに支配されかけ、周
りが走り出す中、スタートできない僕がそこにはいた。 
腹が決まり、いざスタート。最初はせいぜい 8%という程度の、ペダリングの狂わない斜度であ

ったため、淡々と、そして丁寧にひと漕ぎごとにペダルに乗っていく。しばらく登っていくと名物
のドーナツ区間が現れる。ここではある程度 13～17%の勾配をこなした後に 16%の標識が待ち受けて

おり、勾配が緩まないということを教えてくれる。つまり、絶望を与えてくれる。しかしそれさえ序の口
で、その後は 20%オーバーさえしばらく続く。右側から追い抜いてくる自動車のエンジンも激しくうな
りを上げていた。都民の森に並行して走っている風張林道級ではなかろうか。 
とはいえ、それも最後まで続くわけではなく、途中静岡県を出て神奈川県に入るあたりで 10%を

切る程度の「緩い」登りに切り替わる。路面もきれいで走りやすい。急勾配に精神もろとも脚を持
っていかれた僕には、この区間でさらに頑張ることはできなかった。自転車で走ってあれほど長い
6.7 km の舗装路を僕は知らない。勾配のきつい区間ではそれなりに頑張っていたが、巡行速度 10 
km/h を維持することすらできなかった。 
やる気を失ってダラダラ流していると、ついに山梨県との県境=三国峠=今回のゴールに到達。

しばらく(10 分後から 25？分後にかけて)待っていると後続も揃った。1年生の二人も、自走してき
た同期も、よく頑張りました。そして、ママチャリで真ん中より先の順番で駆け上がってくる本多
さんはやはり化け物である。頂上では、きつさの分だけ自分のバイクを札の前に置いての記念撮影
が捗る。時に 15:30ごろ。 

 
上り終えた後は皆がこのような写真を撮っていた。やっぱり僕のふぇにっくすはかわいい。 



少し道志みち側に下ったところに集合写真の記念撮影が捗るところがあるので、そこに移動・撮影。
御殿場線等が近くに通っており駅が近く輪行に都合がよいため、参加者の疲労の加減等も考慮し、
15:40ごろ解散。 

最後は仲良く記念撮影。(Photo by 白崎さん) 

左から順に白崎・金巻・福山・加賀・松浦・谷岡・本多・小堀・中・大熊(敬称略)。左奥には富士山があるが、雲に隠

れてしまっている。残念。 

 
以下は後から聞いた話であるが、このスーパーな上りは大変スーパーであり、中くんをして途中

「誰だよ、こんな道を作ったのは！」と吠えしめたらしい。全くである。僕の 36-28の登坂仕様ギ
アでさえ、ケイデンスが 50を下回る時があったらしい。つづら折りにはできなかったのか。ま
あ、先が曲がりくねっているところから考えて、つづら折りにできなかった事情があったのだろ
う。そして、1年生の二人はどうやら橋本駅まで走り切ったらしい。強い。すばらしい。頼もし
い。 
 
 

4. 番外編 

 以下は当日に走ったぶんのうちの 3.の前後について綴ったものである。ラン自体に関しては以上で
語り尽くしたので、興味があれば読んでもらえればといった位置づけである。 
 
4.1 熱海駅まで 

 中くんとは東京の東の果ての某所にて 3:20に待ち合わせ、ペースを上げすぎることなく一緒に
熱海を目指すつもりであった。ちなみに、福山氏も呼んでみたものの、彼は別ルートで自走すると
のことであった。さて、熱海までの必要グロス平均速度は 24.2 km/h、まあ二人でローテーション
を回せば焦らずとも十分到着できる程度であった。 



 しかし、僕と彼のスペックがほぼ同じであり、かつレーシングチームのチームメイト同士という
関係が災いし(?)、信号待ちで回復しているぶんがあるとはいえ、ほぼレースペース(熱海に着くま
での平均出力が僕 246 W、中くん 240 W(4.0~4.2 W/kg)、信号待ちなどの際の停止時のサイコン自
動ストップが鈍いので実際はもう少し高い？)にて走行。中くんは待ち合わせまで一睡もできてい
なかったということで途中で脚攣り数回。さもありなん。これがざっくりとした全容。 
 スタートより、中くんの爆発的な発進加速に必死に食らいついたり、巡行では適宜追い抜いて先
頭を交代しあったり、僕が 10 分弱程度トラブったりしながら(申し訳ない)、ちょうど中間あたり
の地点のとある交差点で事前の約束通りにケニヤさんと合流。この地点から熱海駅まで 58 km 程
度、集合時刻まで 2 時間 15分。グロス 25.8 km/hが必要。信号が少ないし何とかなるだろうと確
信していた。フラグを立てたくないので、もとい、遅刻することなど起こりえないと考えていたの
で、とくに遅れるかもということなど口にせず、同じペースで進む。小田原を過ぎたところで国道
1 号から国道 135 号に乗り換え。一気に増えるアップダウン。一定ペースで牽いているつもりでも
後続の脚を削ってしまう。ある程度以上のペースだと後ろにいても、前に合わせるのに踏んだり緩
めたりするのに脚を削ってしまうことがあるし、速度で空気抵抗が絡んだり絡まなくなったりする
アップダウンのある区間では尚更なので、必ずしも後ろの方が楽とは言えないコースだった気がす
る。まだまだ牽くのが下手なのかもしれない。ともかく、みんなで一緒に熱海駅に行かなければ、
みんなが楽に自走するという目的が達せられないので、皆で抑えあって(?)熱海を目指した。その甲
斐あって 3 人で 7：42に熱海駅に到着、しかしこの時点で各々かなり参っており、僕に至っては翌
日に登りではなく平坦(自宅→小田原)で使う筋肉に最もダメージが及んでいたという始末だった。
家に帰るまでが遠足なら、家を出たその時点からが秋の特訓ランである。良い裏特訓ランとなっ
た。(3.1 熱海駅～元箱根 につづく) 
 

4.2 三国峠から 
 (3.4 駿河小山～明神・三国峠 より)三国峠にて解散したため、最悪道志みちを下る必要がなくな
った。それでも、どうやら 8人が道志みちを下ることを選択したようである。さすが東大生、決ま
り事には忠実で素直、といったところか。僕はと言えば、道志みちを下り始めはしたが、正直、こ
の時点で膝の皿のほうに不穏さを感じていたし、右膝の裏のスジが痛み始めており、当初のコース
を全うするのは無理ではないが、苦行になることは必至であった。加えて、時に道志みちは神奈川
県の区間において、先日の台風の影響で封鎖、谷を通る道志みちと、隣りの谷を通る国道 20 号の
間の尾根を乗り越えて国道 20 号にいったん乗り換える必要が生じていた。すでに解散していた
今、当初の解散予定場所であった橋本駅を目指す必要はなくなっていたので、より帰宅に都合の良
い国道 20 号を日本橋の始点付近まで使おうと考えた。色々痛いし、DNFを考えながら。 
 そんな道志みちであったが、結局ケニヤさんおよび中くんと行動をともにすることになった。二
人は今回の終点までの 200 kmあまりを走ってきたにもかかわらずなお体力が残っているようで、
かつ特にどこも痛めていないようであり、正直手に余った。かたや 2017 年 SR(同じ年に 200 km・
300 km・400 km・600 km それぞれのブルべを完走した者に与えられる称号)、かたやインナーロー
39/25 で明神祭を全うした者、伊達ではない。暗さも疲れも彼らには取るに足らないらしい。ほと
んどどこでも二人の後ろに張り付かせてもらっていた記憶がある。 



 迂回路のアップダウンを越えて国道 20号に入って間もなく、相模湖駅に至った。この先に大垂
水峠が待っており、その上りを痛んだ脚で登れる気がせず、DNF を申し出た。ここでケニヤさん
は自宅方面に向かい、その後は二人になった。もう輪行しようと思っていたら、中くんに膝裏が痛
んだ時の対処法を教えてもらえた。つま先を上げてかかとを地面につき、膝を伸ばして上体をかが
め、ハムストリングを伸ばせば良いらしい。皆さんも膝裏が痛くなったら試してみて下さい。実際
これは効果てきめんで、楽々大垂水峠を越えられた。かような身体でも 11分台半ばで。 
このあとは下ったすぐ先の高尾山口駅で輪行し DNF。休日夜の 20 号の渋滞を想像するだに自走

で帰る気力を失う程度には疲れていた。正直、キャノンボールの 1.5倍くらい疲れた気がする。
ちなみに、僕と中くんに関しては、走行距離 260 km 程度、獲得標高 4900 ｍ程度だったらしい。
フリー走行にした以外のところで 3000 m弱も上っていたらしい。今回のライドにおいて、どうや
ら 7%以下は実質平坦のようである。しかし意外と上ったな。それにしても、ケニヤさんと中くん
は強かった。トラブルに見舞われない限り、キャノンボール達成などもはややる気だけの問題だろ
う、と思える程度に。 



編集後記 

　最後までこの11月会報を読んでくださりありがとうございます。 
　今回は記事がめっちゃ集まり、非常に読み応えのあるものになりました。記事を書いてくださっ
た方本当にありがとうございます！明神祭やキャノボ、山がちな秋合宿など大変ゴリゴリしい(?)
構成となり、編集はビビり散らしています…。私は10月定サイみたいな平地マシマシ専門なので…
()。そういえば、もともと茨城を走る予定だった6月定サイが雨天中止となり、7月会報の編集後
記で「定サイで茨城走りたい！」とめっちゃ喚いていたのですが、実現してしまいました。やっ
たぜ。担当の新くんありがとう。 
　今月は轍の発行もありましたが、そちらの方もたくさんの記事が集まり、また印刷も大きなト
ラブルなく終えられたので本当によかったです。個人的事情ではありますが、UTAGS（兼サー先）
の駒場祭準備と被ったため見事キャパってしまい、事前準備が本当にgdgdになってしまってご迷
惑をおかけしました…。本当は轍に飛行機輪行についての記事を寄稿するつもりだったのですが、
無事(?)計画倒れとなってしまいました（駒場祭で頒布するUTAGSの会報には掲載してあるから読
んでね！（ダイマ））。 
　早いものでもう11月、執行代もまもなく代替わりとなります。（特にトラブル等なければ）こ
れが私が書く最後の編集後記になるかと思います。思い返してみるとほぼ毎月「gdgdになってし
まいすみません…」って編集後記で言ってましたねこの人。ついにその反省が生かされることな
く1年経ってしまいました。先輩の期待を背負って船出を迎えた1年前の駒場祭打ち上げを思い出
すと、情けNASAのあまり次期執行代に向かって「ちゃんとやれよ！（先輩の圧力）」なんて到
底言えません…。ともかく、今まで1年間（というと12回ぐらい会報が出ているはずだが実際
は…）この駄文に付き合ってくださりありがとうございました。 

NC２年　編集担当 
山口　玲


